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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 7,262 △2.0 76 ― 78 ― 18 ―
21年3月期第3四半期 7,414 △3.0 △225 ― △213 ― △197 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 2.24 ―
21年3月期第3四半期 △23.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 13,372 8,813 65.9 1,044.00
21年3月期 14,111 8,883 63.0 1,052.26

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,813百万円 21年3月期  8,883百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,650 △1.3 200 ― 200 ― 55 ― 6.51
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合が
あります。上記業績予想につきましては３ページの「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 9,440,000株 21年3月期  9,440,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  997,940株 21年3月期  997,940株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 8,442,060株 21年3月期第3四半期 8,442,104株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、先行きの景況感に一部改善の兆しが見られる

ようになったものの、設備投資の回復が遅れ、厳しい雇用情勢が続くなかデフレ感が強まるなど、

先行きの不透明な状況が続いてきました。 

このような環境のもと、当社グループは一丸となって収益改善に取り組んでまいりました。その

結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 72 億 62 百万円（前年同期 売上高 74 億 14 百万円）、

営業利益 76 百万円（同 営業損失２億 25 百万円）、経常利益 78 百万円（同 経常損失２億 13 百

万円）、四半期純利益 18 百万円（同 四半期純損失１億 97 百万円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

    ＜塗料販売事業＞  

政府の景気対策により交通安全関連工事が先行発注された影響で、道路用塗料の出荷は好調に推

移しました。建築用塗料では水性防水材や水性床材を重点とした営業活動に取り組み、新規顧客を

増やすことができましたが、設備投資低迷の影響により工場ユーザーの床用塗料の需要が回復せず、

収益が減少しました。この結果、当第３四半期連結累計期間の塗料販売事業の売上高は 68 億 94 百

万円（前年同期比 3.0％減）となりました。 

＜施工事業＞   

設備投資低迷の影響を受け、工場床の塗装工事の受注は減少しましたが、前期末からの仕掛工事

を計上した結果、当第３四半期連結累計期間の施工事業の売上高は３億 68 百万円（同 18.9％

増）となりました。 

     

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 133 億 72 百万円（前連結会計年度末比７億 38 百万円減

少）となりました。これは主に、現金及び預金が増加したものの受取手形及び売掛金の減少により、

流動資産が５億 72 百万円減少したことと、減価償却等により有形固定資産が１億 34 百万円減少し

たことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は 45 億 59 百万円（同 ６億 68 百万円減少）となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金と引当金の減少により流動負債が４億 86 百万円減少したことと、

長期借入金が１億 61 百万円減少したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は 88 億 13 百万円（同 69 百万円減少）となりました。 

これは主に当期純利益で 18 百万円増加したものの剰余金の配当により 84 百万円減少したことによ 

るものです。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

一般消費者の買い控えと設備投資の低迷により、屋根・床などの建築用塗料の需要が落ち込んで

いますが、景気対策による交通安全関連工事の発注が増加したことにより、道路用塗料の出荷量は

前年に比べて増加する見込みです。これにより、通期の連結売上高は前回発表通り、106 億 50 百

万円（前連結会計年度 売上高 107 億 88 百万円）と予想しています。 

また、原材料価格に上昇の兆しが現れてきましたが、コストダウン、経費節減を継続することで、

前回発表の通り、営業利益２億円（同 営業損失 29 百万円）、経常利益２億円（同 経常損失９百

万円）、当期純利益 55 百万円（同 当期純損失１億 29 百万円）を見込んでいます。 
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４．その他 

  （１） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

         該当事項はありません。 

 （２） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  ①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっています。 

②たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高は、一部については実地たな卸を省略し、第２

四半期連結会計期間末のたな卸高を基礎として合理的な方法により算出しています。 

③税金費用の計算 

税金費用については、一部の連結子会社においては、当第３四半期連結会計期間を含む連

結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、

税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。         

（３） 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

「工事契約に関する会計基準」の適用 
第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成

19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を適用しています。これにより、損益に与える影響はありま

せん。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,493,272 2,189,955

受取手形及び売掛金 3,796,014 4,657,062

商品及び製品 938,475 1,046,244

仕掛品 387,943 327,146

原材料及び貯蔵品 535,268 504,263

その他 135,440 137,036

貸倒引当金 △131,160 △133,702

流動資産合計 8,155,254 8,728,005

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,744,050 2,744,050

その他（純額） 1,705,106 1,839,308

有形固定資産合計 4,449,157 4,583,358

無形固定資産 153,909 173,183

投資その他の資産 614,497 626,705

固定資産合計 5,217,564 5,383,248

資産合計 13,372,818 14,111,253

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,540,402 2,981,518

短期借入金 412,844 412,844

未払法人税等 32,387 20,855

引当金 69,534 125,661

その他 554,423 555,115

流動負債合計 3,609,591 4,095,994

固定負債   

長期借入金 526,835 688,161

退職給付引当金 266,802 272,525

引当金 113,443 120,603

その他 42,651 50,729

固定負債合計 949,732 1,132,019

負債合計 4,559,324 5,228,014
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,040,000 1,040,000

資本剰余金 680,400 680,400

利益剰余金 7,470,916 7,536,456

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,811,140 8,876,681

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,174 28,687

為替換算調整勘定 △21,820 △22,129

評価・換算差額等合計 2,354 6,558

純資産合計 8,813,494 8,883,239

負債純資産合計 13,372,818 14,111,253
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,414,754 7,262,886

売上原価 5,267,000 4,971,097

売上総利益 2,147,753 2,291,788

販売費及び一般管理費 2,373,664 2,214,890

営業利益又は営業損失（△） △225,911 76,898

営業外収益   

受取利息 711 3,466

受取配当金 6,422 5,896

為替差益 12,904 －

受取保険金 － 4,799

その他 8,270 7,178

営業外収益合計 28,308 21,341

営業外費用   

支払利息 16,176 13,904

為替差損 － 5,440

その他 － 2

営業外費用合計 16,176 19,346

経常利益又は経常損失（△） △213,778 78,892

特別利益   

固定資産売却益 54 495

貸倒引当金戻入額 1,454 12,989

投資有価証券売却益 － 10,210

特別利益合計 1,508 23,696

特別損失   

固定資産売却損 23 －

固定資産除却損 3,746 19,331

投資有価証券評価損 13,145 －

役員退職慰労金 124 －

特別損失合計 17,039 19,331

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△229,309 83,257

法人税、住民税及び事業税 15,453 42,497

法人税等調整額 △47,705 21,879

法人税等合計 △32,252 64,377

四半期純利益又は四半期純損失（△） △197,057 18,879
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△229,309 83,257

減価償却費 245,932 232,218

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,152 △56,127

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,032 △5,722

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,507 △7,160

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70,438 △18,012

地中障害物撤去費用引当金の増減額（△は減少） △110,000 －

受取利息及び受取配当金 △7,133 △9,363

支払利息 16,176 13,904

為替差損益（△は益） 5,993 4,006

有形固定資産売却損益（△は益） △31 △495

固定資産除却損 3,746 19,331

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 13,145 △10,210

売上債権の増減額（△は増加） 533,908 874,382

たな卸資産の増減額（△は増加） △205,224 14,813

仕入債務の増減額（△は減少） △404,351 △440,561

その他 110,873 △14,485

小計 △169,323 679,775

利息及び配当金の受取額 7,133 9,363

利息の支払額 △17,594 △13,828

法人税等の支払額 △33,530 △27,758

営業活動によるキャッシュ・フロー △213,315 647,551

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △208,533 △92,190

有形固定資産の売却による収入 109 1,001

無形固定資産の取得による支出 △746 △5,631

投資有価証券の取得による支出 △4,069 △3,923

投資有価証券の売却による収入 － 27,097

貸付金の回収による収入 5,000 －

その他 △2,110 △12,189

投資活動によるキャッシュ・フロー △210,350 △85,837

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △159,633 △159,633

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △11,670

配当金の支払額 △84,904 △83,622

自己株式の取得による支出 △194 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △244,731 △254,926

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,295 △3,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △677,693 303,317

現金及び現金同等物の期首残高 2,712,080 2,189,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,034,387 2,493,272
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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